2012.10.1 No.32

お世話になった先生は今…
「青春」

小西

欣一

してクリエイション力はまだ有ると思っているのですが、
残念ながら記憶
力や根気が衰えてきました。
卒業生の皆さん、
お元気ですか。音楽理論の小西も76歳になりまし
教え子たちも還暦を過ぎた人が多くなってきましたので、
駄文の後は
た。
こんなジジイの記事など載せると、
会報の値打ちが下がるのではな 私の好きなウルマンの詩（抜粋）
で締め括りたいと思います。
いかと思いましたが、
他の記事を引き立てるプラスもあるので、
近況を少
し書いてみます。
「青春」 サミュエル・ウルマン
私は経営していた学校や幼稚園を愚息に継がせ、
地域の仕事も辞
…年を重ねただけで人は老いない。
めて出来た時間は幼稚園の先生のピアノ指導やママさんコーラスの
理想を失う時に初めて老いがくる…
伴奏、
作曲やエッセーを書く事などに使っています。
ピアノの練習も毎日
…人は信念と共に若く、
疑惑と共に老ゆる。
していますが、若い頃とは異なり今はボケ防止、下手になるのを少しで
人は自信と共に若く、
恐怖と共に老ゆる。
も防ぐためで情けない事です。
希望ある限り若く、
失望と共に老い朽ちる。
病院へ行く回数も多くなり、
朝は８種類のクスリを飲んでいますが、
病
気の自覚症状はないので消毒と称して毎日好きな酒を飲んでいます。
北海道の友人（詩人）
に頼まれ作曲した演歌のような曲「オールド・イ
ズ・スプレンディッド」が、
この春に毎日新聞や北海道新聞に載り、札幌
放送で流れたりして楽しい事でした。
さて、
６月１日種谷先生が私の幼稚園でマリンバコンサートをして下さ
り、
もう随分のお年（失礼）
の筈ですが、実に見事なバチさばきで園児
や保護者たちを魅了、
いつまでも若さと明るさを持っている種谷先生は
素晴らしいなと思いました。私も作曲だけでなく、
童話や小説を書いたり

「近況報告」

渡部

由美

卒業生の皆さま、
お元気でお過ごしでしょうか。近況報告をというこ
とで筆をとりました。退職して早や６年。信愛で皆さんと過ごした時間、
笑ったり、
怒ったり。未熟な私によく付いてきてくれたと今更ながら感謝し
ています。
勤めている時は、庭の手入れも出来ずにいましたが、退職記念に１
本のバラを植えました。今では20種類ほどになり、
家の壁やアーチをとり
囲んでいます。
バラの季節は朝夕点検、
花柄摘みや虫取りに忙しく、
で
も、美しい花を眺めていると時間を忘れてしまいます。狭い庭ですが、
季節の花に囲まれて、
お茶を飲みながら絵を描いたり本を読んだり、
こ
のスローな時間を満喫しています。
どこかの花が満開だと聞けば見に
行くことも楽しみで、
おかげで、
日焼け美人？です。
また、
絵を習ったり、
中国語の勉強を始めたりと、
新たな分野に挑戦し
ています。
もし教師の道を選ばなかったら、
伝統工芸の職人か、
山小屋
のおかみさんになっていたかもしれません、
若い時はモノづくりや自然の
中で暮らすことに憧れていました。

西野芳治先生を偲んで
教授 藤本

日本人の平均寿命を考えると、
まだまだ先は長い。何かを極める時
間はたっぷりあります。
この数年は、
いろんな事を体験する時間だと思っ
ています。女性の平均寿命は86.4歳、
健康寿命、
つまり介護を必要とし
ないで自立した生活ができる期間は、73.6歳。
この健康寿命を延ばす
ため、
身体を動かし、美味しく食べて、
ニコニコ笑って、感動することを
心がけています。
若い時の20年は勉強、
次の30年は仕事に打ち込み、
信愛で充実し
た日々を過ごさせていただき、
残りの人生、
さて何に打ち込みましょうか。
山小屋の住人は無理で
すが、
自然や人との出会
いを楽しみ、大切に、
日々
感謝の気持ちで過ごし
たいと願うこの頃です。
めぐみ会の益々のご
発 展をお祈りしていま
す。

判断する人でした。頭脳明晰で、矛盾したことは鋭く批判し、又仕事の
面では細かいことまでよく気がつき、
それを着実に遂行する極めて有能
平成24年1月に西野先生が亡くなられまし な人でした。人に対しては非常に優しい面があり、
困ったことがあれば親
た。享年69歳でした。先生は３年前に体調を 身になって相談に乗ってくれ、的確な助言をしてくれる頼りがいのある人
崩されて退職され、
ご自宅で静養されていまし でした。学生たちに対しても同じような態度であったと思います。私が彼
た。昨年9月に肺炎を発症され、
その後入退院 から教えられたことは、人に対しても、仕事に対しても誠実であるというこ
を繰り返されましたが、今年の正月明けに、終 とです。
そして彼は名誉欲や、権力欲に無縁な純粋な人間であったよう
故 西野芳治先生
に帰らぬ人となりました。
に思います。
私は彼と同年にこの短大に奉職し、
共に働く時間が長かったためか、
彼は10年ほど前から奥様とよく海外旅行を楽しむようになり、
北京はな
未だに亡くなったという実感が持てないでいます。
かなか良いとか、
アンコールワットは1度行くと良いとか言っていました。大
先生は温厚な人柄で、
いつも静かな口調で話し、
物事を冷静に考え、 の日本酒好きだった彼と飲む機会も無くなりました。無二の親友を失った
思いです。
あの世での再会を楽しみにしています。

久夫
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〜手をつないで 地域とともに〜

日時：11月3日
（土・祝）場所：大阪信愛女学院（城東学舎）
時間：午前9時30分〜午後3時

大阪信愛女学院は本年創立128年を迎えました。本学院が西区川口町から
現在の城東区古市に移転して80年。この記念すべき年に、地域の文化や生涯
学習の振興のために城東区と協定を結び、その一環として今回の「信愛フェス
ティバル」開催の運びとなりました。
信愛からは幼稚園・小学校・中等部・高等部・短期大学や教育会・後援会・
愛友会・めぐみ会などが参加します。そして地域からは近隣の各連合町会・城
東区ゆめ〜まち〜未来会議・母と子の共励会・京阪電車などが参加する予定。
ステージ発表やバザー・模擬店など多彩なプログラムが企画されています。短
大生も例年のように、学生委員会や各グループ・クラブがさまざまな企画を立
案中です。
卒業生の皆さまもこの機会に母校に足を運び、先生方や後輩たちと楽しい1
日を過ごしていただきますようご案内申し上げます。お友達お誘いあわせのう
え、是非お越しください。お待ちしています。 （実行委員長 田中 順子）

Osaka Shin-Ai

Megumikai

大阪信愛女学院短期大学同窓会 〒536-8585 大阪市城東区古市2-7-30 TEL 06-6939-4391

めぐみ会はテニスコート内テントにて販売！

めぐみ会出店します！
とりとう

千林のエール館内「鳥藤たなか」出張協力！
本格炭火焼鳥＆おにぎり＆お茶
秘伝のたれ・
備長炭を使った
本格的な
焼き鳥だよ！

チャペルの回廊

城東学舎

おっとり鶏太

当日
お手伝いできる方
募集！

役員の数が少ないので、当日会員の皆さまの中でお手伝いいただける方がいらっしゃいました
ら、ご協力をお願いいたします。①午前10時〜午後1時もしくは、②午後1時〜終了いずれかの
時間帯でお願いいたします。交通費は自費になりますが、昼食はご用意させて頂きます。
受付締切 10月15日（月）まで 連絡先 電話06-6939-4391 短期大学内 福島まで

【アクセス】
〒536-8585 大阪市城東区古市2-7-30
TEL.06-6939-4391

＊＊＊ 編 集 後 記 ＊＊＊
めぐみ会の皆さん、お元気ですか？
会報をリニューアルして、今回が2回目の発行となりました。 初回の
表紙を変更し、学び舎の写真でアレンジしましたが、いかがですか？（ま
だまだ、試行錯誤を繰り返しています。）
今回初めて開催する信愛フェスティバルにめぐみ会も出店をすること
になりました。この交流を通して、より一層同窓会活動の理解を深めて
いただき、活動に参加してくださる方が少しでも多くなるように取り組
んでいきます。 ぜひ、いらしてくださいね。
同封の葉書にメッセージ （ご意見・ご感想など） をお寄せくだされば
うれしく思います。
これからもご協力のほど、よろしくお願いします。
編集委員一同

●地下鉄長堀鶴見緑地線「今福鶴見」①出口から北へ徒歩15分
●地下鉄今里筋線「新森古市」①出口から南へ徒歩5分
●近鉄「布施」から市バス86乗車、
「緑一丁目中」下車
●阪急京都線「上新庄」から市バス86乗車、
「緑一丁目中」下車

お車でのご来場はご遠慮下さい。
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鶴見学舎

日 時：11月３日（土・祝）
信愛
フェスティバル 場 所：大阪信愛女学院
128
時 間：午前9時30分〜午後3時

めぐみ会も出店します !!

本格炭火焼鳥＆おにぎり＆お茶
「食べにきてね !!」

ご

挨

拶
めぐみ会

顧問

短期大学学長

髙

坂

祐

夫

めぐみ会々員の皆様、ご無沙汰しております。平素は何かと短大のためにご尽力を
いただきありがとうございます。
さて、短大の大きな変化として学科名の変更があります。初等教育学科を本年４月
（平成24年）より「子ども教育学科」と名称変更いたしました。これは、初等教育学
科の名称が小学校や幼稚園教員の養成のみで、保育士の資格が取得できないとイメージされていることがわ

看護学科

来られるケースが非常に多く、個人懇談ではじっくりとお話しを

第１期生の卒業と新たな発展へ
めぐみ会の皆様にはお元気でご活躍のこととお慶び申し上げま

ンパスに参加してもらうための広報をいかにすべきかが課題で

す。平素は短期大学の教育にご理解ご協力を賜り誠にありがとう

す。臨地実習先の病院・施設などについては非常に恵まれた環境

ございます。

にあり、また学内設備も充実しています。参加者に魅力的な看護

看護学科は平成21年4月に設置され、この3月3年目を終え、

学科を紹介するためには、これらの点に加え、教育の充実と信愛

第1期生が卒業しました。卒業生は全員就職内定を得ましたが、

らしい看護学科の構築が不可欠で、教員が一丸となって取り組ん

看護師国家試験は残念ながら全員合格できませんでした。合格者

でいるところです。

躍を遂げるように頑張ってまいります。

職先としましては、大多数が大病院で、実習関係では、関西医科

ころが多々ありますので今後とも何卒よろしくお願い申し上げま

大学附属枚方病院、同滝井病院、市立枚方市民病院、大阪市立総

す。

に最善解を導くことができる能力・知

性を身につけてもらうことが、教育の直面する大きな目標であり、その達成のための教育の基本として、各
教科教育の中で、学生の思考力や表現能力を引き出し、その知性を鍛え、課題の発見や具体化からその解決
へと向かう力の基礎を身につけることを目指す能動的な授業を中心とした教育を推進できるよう全教員が頑

看護学科長

髙井

二部は

③クリスマスオーナメントづくり
と３つの小グループに分かれてプログラムを体験しました。
鶴見学舎や修道院の庭で、気に入った草や花を探して持ち帰り
小さい花でも存在感があるね

げを使ってアレンジしました。

明徳

クリスマスオーナメントは、ワイヤーやロウのボンドが登場し大小いろいろ
な作品が出来上がって、品評会では心もほっこり！
一般の方と学生合わせて40名程で、修道院で採れたキーウイをいただきなが
ら幸せな気分になりました。

卒業後短期間でありながら見違えるような成長ぶりを感じること

日時：平成25年1月12日（土） 内容：ワークショップ

ができました。また、そのような機会とは別に、学校を訪れてく

園芸療法公開講座

看護学科を知ってもらう良い機会として、オープンキャンパス

午前10時〜午後12時30分

場所：鶴見学舎
講師：コーディネーター

「作業療法・園芸療法・音楽療法の特性をプログラムから考える」
〜どんな特徴があるの？どうやって選べばいいの？〜（仮題）
※詳細は本学ホームページをご確認下さい。

第１回 看護学科新卒者同窓会

があります。4年目を迎え、参加者もかなり増えました。親子で

大阪信愛女学院短期大学公開芸術公演

半澤眞智子

めぐみ会会員の皆さま、お元気でお過ごしでい
らっしゃいますか？
短期大学の卒業式が３月に行われ、初等教育学
科41期生、看護学科１期生の計93名が巣立ってい
かれました。私も出席させていただきましたが、
キャ
ンドルを灯した荘厳な雰囲気の中、緊張感が伝わってきて身の引きしまる思い
がしました。
両学科とも就職率は100％と伺っております。これから社会人として責任あ
る仕事を任され、希望と不安の入り混じった門出だったでしょうが、信愛の卒
業生として頑張っていただきたいと思います。なお、新年度より初等教育学
科だった名称が子ども教育学科に変わりました。
信愛は今年128周年を迎え、西区川口から城東区に移転してきて80周年にな
ります。城東区との連携協定のお話があり地域社会と信愛の関わりをより深め
て地域に愛される学院として協働していくことを目指しておられます。
11月３日に信愛フェスティバルが全学あげて開催されます。毎年行われて
いる楓祭も同時開催致します。各校の教職員・教育会・後援会・愛友会・め
ぐみ会・城東区の方々の出店もあり、楽しみです。めぐみ会と致しましてはフー
ドコーナーが少ないと聞き、焼鳥の販売でフェスティバルを盛り上げていこう
と役員一同、意気込んでおります。
お忙しいとは存じますが、ぜひとも信愛に足をお運び下さりフェスティバル
を楽しんでいただければ嬉しく思います。
今後とも会員の皆さまの温かいご支援・ご協力を宜しくお願い申しあげます。
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同窓会ホームページ

Megumikai
shinai-megumi.org
信愛

めぐみ会

検索

めぐみ会ホームページをリニューアルして、約
1年が過ぎようとしています。皆さん、アクセス
してくださいましたか？ブログも更新していま
すので、また、ご覧くださいね。
○住所変更も簡単！
！
会報が届いていない同窓生にも、
お知らせ願います。

子ども教育学科

末筆ながら、卒業生の皆様におかれましても、ますますご活躍
されますよう願っております。そして母校を時折訪ねてください。

「子ども教育学科」発足

初等教育学科・子ども教育学科長

― 社会に貢献できる学科を目指して ―

………………

お

知 ら せ

馬場桂一郎

………………

卒業生の皆様、いろいろな場でご活躍のことと存じます。最近

免許状更新講習の選択領域（18時間）
を本学でも開講しています。

の学科の状況をお知らせします。先にお知らせいたしましたよう

内容は、
「野外活動」で奈良県の吉野宮滝において2泊3日の日程で

に、今年より「子ども教育学科」として新入生を迎えました。大

行っています。

きな改革としては、２年間で、小学校・幼稚園教諭の２種免許状

2013年度も8月中旬に実施予定です。

と保育士資格を取得できるようになりました。今後の保育行政を

詳細は、本学のホームページで毎年6月以降にご案内しております。

見据え、幼稚園教諭の免許と保育士資格の取得を基本とし、希望

関心のある方は、是非ご確認ください。

者は選択により小学校教諭の免許も取得できます。

阪神奈大学・研究機関生涯学習ネット

公開講座フェスタ2012

「弦楽四重奏」

今年度の公開芸術公演「弦楽四重奏」は、
日本を代表するヴァ
イオリン奏者 漆原啓子氏を第一ヴァイオリンにお迎えし、第二
ヴァイオリンはルーマニア出身のチプリアン・マリネスク氏、ヴィ
オラはグルジア出身ザザ・ゴグア氏、チェロは向井航氏です。ヴィ
ヴァルディ、ハイドン、ベートーべン・チャイコフスキーの弦楽
四重奏曲他を一流弦楽演奏家の演奏でお楽しみ下さい。

◉日時：平成24年10月24日（水）
開場：午前10時20分

開演：午前10時40分（午後12時終了予定）

◉会場：大阪信愛女学院講堂

◉講

演：老年期の転倒とQOL

◉日

時：平成24年11月21日（水）

看護学科教授

中野雅子先生

午後4時〜午後5時30分
所：さいかくホール(大阪府新別館北館1F)

◉場
◉受講料：500円
◉申込・問合せ先

府民お問い合わせセンター
「公開講座フェスタ2012」係
電話 06-6910-8001
（平日午前9時〜午後6時まで）
インターネットでのお申し込みが便利です。大阪府文化課ホームページ
「公開講座フェスタ2012」
からお申し込みください。
http://www.pref.osaka.jp/bunka/news/festa2012.html

お車でのご来場は
ご遠慮下さい。

＊入場無料・申込不要
＊曲目曲順を変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
＊7歳以上のお子様よりご入場いただけます。

◉締切日：平成24年10月23日（火）必着

学生にとりましては、大変忙しい２年間になるとは思いますが、
目標を目指して頑張ってほしいと思っています。
士資格・ピアヘルパー受験資格・児童厚生員任用資格・児童指導
員任用資格・社会福祉主事任用資格など多くの資格が取得可能と
なっています。なかでも、子ども音楽療育士資格は、音楽を通し

※短期大学トップからは右上の「卒業生の方へ」⇒

所においてリトミック指導を担当することのできる資格です。

カンボジアの
義援金

卒業記念品を
贈 呈

また、社会の多様化に対応することができるように、園芸療法

○メッセージをお寄せください！
お便りコーナー（会報やHP上）に
掲載します。
「めぐみ会（同窓会）」をクリック！

とあれこれ楽しみながらア

苔玉づくりは丸めたり、平べったくしてよく練るのがコツで葉牡丹や龍のひ

ました。

めぐみ会の皆様のさらなるご理解とご支援をお願い申し上げ、ご挨拶といたします。

盛りすぎかな？

レンジしました。

同窓会では、参加者は少なかったものの、全員はつらつとして、

護学科研修生の制度を設け、合格へ向けサポートすることになり

①庭の草花を使ってアレンジメント
②苔玉づくり

大学医学部附属病院などでした。この五月に開催しました新卒者

本学の存在が光るとき、出番ではないかと感じています。

めぐみ会会長

割についてお話がありました。

神戸市立医療センター、関西電力病院、JR大阪鉄道病院、鳥取

ださる卒業生も多く、うれしい限りです。不合格者については看

ごあいさつ

ある中でその場で与えられた静かな生命を生かした園芸療法の役

合医療センター、それ以外では、市立池田病院、市立奈良病院、

張っています。このことが「一人ひとりを大切にする」信愛精神にも繋がっていると確信しています。今こそ、

プログラム体験」と題し、一部では音楽や動物療法などいろいろ

ンパスで本学を気にいってもらえるケースが多く、オープンキャ

看護学科の発展には、卒業生の皆さんのご支援を必要とすると

答えのない問題

昨年は「植物との日常の関わりと心身の健康維持・園芸療法の

のサポートに入ってもらい参加者からは好評です。オープンキャ

は全員内定先に就職し、今後の活躍が期待されるところです。就

姿勢を持って勉学に励み、どんな環境においても

園芸療法講座

され、保護者の関心の高さがうかがえます。在学生も案内や懇談

かり、教授会で充分議論の後、文部科学省の認可を得て名称変更に至ったものです。看護学科ともに益々飛
本学においては、カトリックの教えを人格教育の基盤として、両学科の学生たちが生涯学び続けるという

毎年恒例の園芸療法講座を、短期大学鶴見学舎で実施しています。

て心身に何らかの障がいのある子どもたちの発達的な援助を行う
ため、音楽療育に関する知識、技術、実戦能力を養成します。幼
稚園保育園のためのリトミック指導者資格２級は、幼稚園・保育
今後も、社会に貢献できる人材を多く輩出できるよう改革を進

平成24年３月10日（土）卒業

楓祭の時にカンボジアの義援金の募金箱を設置致し

式が行われました。初等教育学科

ました所、皆様の温かい義援金17,939円が集まりま

41期生60名・看護学科１期生32

した。ショファイユの幼きイエズス修道会にお渡し致

名の方に、めぐみ会よりスタンペ

しましたことをご報告致します。有難うございました。
今年も信愛フェスティバルで募金箱を設置致します

ン（ネーム印・ボールペン）を記

めていきたいと思います。

念品としてお贈りしました。

3

のでご支援よろしくお願い致します。
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ご

挨

拶
めぐみ会

顧問

短期大学学長

髙

坂

祐

夫

めぐみ会々員の皆様、ご無沙汰しております。平素は何かと短大のためにご尽力を
いただきありがとうございます。
さて、短大の大きな変化として学科名の変更があります。初等教育学科を本年４月
（平成24年）より「子ども教育学科」と名称変更いたしました。これは、初等教育学
科の名称が小学校や幼稚園教員の養成のみで、保育士の資格が取得できないとイメージされていることがわ

看護学科

来られるケースが非常に多く、個人懇談ではじっくりとお話しを

第１期生の卒業と新たな発展へ
めぐみ会の皆様にはお元気でご活躍のこととお慶び申し上げま

ンパスに参加してもらうための広報をいかにすべきかが課題で

す。平素は短期大学の教育にご理解ご協力を賜り誠にありがとう

す。臨地実習先の病院・施設などについては非常に恵まれた環境

ございます。

にあり、また学内設備も充実しています。参加者に魅力的な看護

看護学科は平成21年4月に設置され、この3月3年目を終え、

学科を紹介するためには、これらの点に加え、教育の充実と信愛

第1期生が卒業しました。卒業生は全員就職内定を得ましたが、

らしい看護学科の構築が不可欠で、教員が一丸となって取り組ん

看護師国家試験は残念ながら全員合格できませんでした。合格者

でいるところです。

躍を遂げるように頑張ってまいります。

職先としましては、大多数が大病院で、実習関係では、関西医科

ころが多々ありますので今後とも何卒よろしくお願い申し上げま

大学附属枚方病院、同滝井病院、市立枚方市民病院、大阪市立総

す。

に最善解を導くことができる能力・知

性を身につけてもらうことが、教育の直面する大きな目標であり、その達成のための教育の基本として、各
教科教育の中で、学生の思考力や表現能力を引き出し、その知性を鍛え、課題の発見や具体化からその解決
へと向かう力の基礎を身につけることを目指す能動的な授業を中心とした教育を推進できるよう全教員が頑

看護学科長

髙井

二部は

③クリスマスオーナメントづくり
と３つの小グループに分かれてプログラムを体験しました。
鶴見学舎や修道院の庭で、気に入った草や花を探して持ち帰り
小さい花でも存在感があるね

げを使ってアレンジしました。

明徳

クリスマスオーナメントは、ワイヤーやロウのボンドが登場し大小いろいろ
な作品が出来上がって、品評会では心もほっこり！
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卒業後短期間でありながら見違えるような成長ぶりを感じること

日時：平成25年1月12日（土） 内容：ワークショップ

ができました。また、そのような機会とは別に、学校を訪れてく

園芸療法公開講座

看護学科を知ってもらう良い機会として、オープンキャンパス

午前10時〜午後12時30分

場所：鶴見学舎
講師：コーディネーター

「作業療法・園芸療法・音楽療法の特性をプログラムから考える」
〜どんな特徴があるの？どうやって選べばいいの？〜（仮題）
※詳細は本学ホームページをご確認下さい。

第１回 看護学科新卒者同窓会

があります。4年目を迎え、参加者もかなり増えました。親子で

大阪信愛女学院短期大学公開芸術公演

半澤眞智子

めぐみ会会員の皆さま、お元気でお過ごしでい
らっしゃいますか？
短期大学の卒業式が３月に行われ、初等教育学
科41期生、看護学科１期生の計93名が巣立ってい
かれました。私も出席させていただきましたが、
キャ
ンドルを灯した荘厳な雰囲気の中、緊張感が伝わってきて身の引きしまる思い
がしました。
両学科とも就職率は100％と伺っております。これから社会人として責任あ
る仕事を任され、希望と不安の入り混じった門出だったでしょうが、信愛の卒
業生として頑張っていただきたいと思います。なお、新年度より初等教育学
科だった名称が子ども教育学科に変わりました。
信愛は今年128周年を迎え、西区川口から城東区に移転してきて80周年にな
ります。城東区との連携協定のお話があり地域社会と信愛の関わりをより深め
て地域に愛される学院として協働していくことを目指しておられます。
11月３日に信愛フェスティバルが全学あげて開催されます。毎年行われて
いる楓祭も同時開催致します。各校の教職員・教育会・後援会・愛友会・め
ぐみ会・城東区の方々の出店もあり、楽しみです。めぐみ会と致しましてはフー
ドコーナーが少ないと聞き、焼鳥の販売でフェスティバルを盛り上げていこう
と役員一同、意気込んでおります。
お忙しいとは存じますが、ぜひとも信愛に足をお運び下さりフェスティバル
を楽しんでいただければ嬉しく思います。
今後とも会員の皆さまの温かいご支援・ご協力を宜しくお願い申しあげます。
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同窓会ホームページ
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信愛

めぐみ会

検索

めぐみ会ホームページをリニューアルして、約
1年が過ぎようとしています。皆さん、アクセス
してくださいましたか？ブログも更新していま
すので、また、ご覧くださいね。
○住所変更も簡単！
！
会報が届いていない同窓生にも、
お知らせ願います。

子ども教育学科

末筆ながら、卒業生の皆様におかれましても、ますますご活躍
されますよう願っております。そして母校を時折訪ねてください。
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馬場桂一郎
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卒業生の皆様、いろいろな場でご活躍のことと存じます。最近
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と保育士資格を取得できるようになりました。今後の保育行政を

詳細は、本学のホームページで毎年6月以降にご案内しております。

見据え、幼稚園教諭の免許と保育士資格の取得を基本とし、希望

関心のある方は、是非ご確認ください。

者は選択により小学校教諭の免許も取得できます。

阪神奈大学・研究機関生涯学習ネット

公開講座フェスタ2012

「弦楽四重奏」
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教科教育の中で、学生の思考力や表現能力を引き出し、その知性を鍛え、課題の発見や具体化からその解決
へと向かう力の基礎を身につけることを目指す能動的な授業を中心とした教育を推進できるよう全教員が頑

看護学科長

髙井

二部は

③クリスマスオーナメントづくり
と３つの小グループに分かれてプログラムを体験しました。
鶴見学舎や修道院の庭で、気に入った草や花を探して持ち帰り
小さい花でも存在感があるね

げを使ってアレンジしました。

明徳

クリスマスオーナメントは、ワイヤーやロウのボンドが登場し大小いろいろ
な作品が出来上がって、品評会では心もほっこり！
一般の方と学生合わせて40名程で、修道院で採れたキーウイをいただきなが
ら幸せな気分になりました。

卒業後短期間でありながら見違えるような成長ぶりを感じること

日時：平成25年1月12日（土） 内容：ワークショップ

ができました。また、そのような機会とは別に、学校を訪れてく

園芸療法公開講座

看護学科を知ってもらう良い機会として、オープンキャンパス

午前10時〜午後12時30分

場所：鶴見学舎
講師：コーディネーター

「作業療法・園芸療法・音楽療法の特性をプログラムから考える」
〜どんな特徴があるの？どうやって選べばいいの？〜（仮題）
※詳細は本学ホームページをご確認下さい。

第１回 看護学科新卒者同窓会

があります。4年目を迎え、参加者もかなり増えました。親子で

大阪信愛女学院短期大学公開芸術公演

半澤眞智子

めぐみ会会員の皆さま、お元気でお過ごしでい
らっしゃいますか？
短期大学の卒業式が３月に行われ、初等教育学
科41期生、看護学科１期生の計93名が巣立ってい
かれました。私も出席させていただきましたが、
キャ
ンドルを灯した荘厳な雰囲気の中、緊張感が伝わってきて身の引きしまる思い
がしました。
両学科とも就職率は100％と伺っております。これから社会人として責任あ
る仕事を任され、希望と不安の入り混じった門出だったでしょうが、信愛の卒
業生として頑張っていただきたいと思います。なお、新年度より初等教育学
科だった名称が子ども教育学科に変わりました。
信愛は今年128周年を迎え、西区川口から城東区に移転してきて80周年にな
ります。城東区との連携協定のお話があり地域社会と信愛の関わりをより深め
て地域に愛される学院として協働していくことを目指しておられます。
11月３日に信愛フェスティバルが全学あげて開催されます。毎年行われて
いる楓祭も同時開催致します。各校の教職員・教育会・後援会・愛友会・め
ぐみ会・城東区の方々の出店もあり、楽しみです。めぐみ会と致しましてはフー
ドコーナーが少ないと聞き、焼鳥の販売でフェスティバルを盛り上げていこう
と役員一同、意気込んでおります。
お忙しいとは存じますが、ぜひとも信愛に足をお運び下さりフェスティバル
を楽しんでいただければ嬉しく思います。
今後とも会員の皆さまの温かいご支援・ご協力を宜しくお願い申しあげます。
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同窓会ホームページ

Megumikai
shinai-megumi.org
信愛

めぐみ会

検索

めぐみ会ホームページをリニューアルして、約
1年が過ぎようとしています。皆さん、アクセス
してくださいましたか？ブログも更新していま
すので、また、ご覧くださいね。
○住所変更も簡単！
！
会報が届いていない同窓生にも、
お知らせ願います。

子ども教育学科

末筆ながら、卒業生の皆様におかれましても、ますますご活躍
されますよう願っております。そして母校を時折訪ねてください。

「子ども教育学科」発足

初等教育学科・子ども教育学科長

― 社会に貢献できる学科を目指して ―

………………

お

知 ら せ

馬場桂一郎

………………

卒業生の皆様、いろいろな場でご活躍のことと存じます。最近

免許状更新講習の選択領域（18時間）
を本学でも開講しています。

の学科の状況をお知らせします。先にお知らせいたしましたよう

内容は、
「野外活動」で奈良県の吉野宮滝において2泊3日の日程で

に、今年より「子ども教育学科」として新入生を迎えました。大

行っています。

きな改革としては、２年間で、小学校・幼稚園教諭の２種免許状

2013年度も8月中旬に実施予定です。

と保育士資格を取得できるようになりました。今後の保育行政を

詳細は、本学のホームページで毎年6月以降にご案内しております。

見据え、幼稚園教諭の免許と保育士資格の取得を基本とし、希望

関心のある方は、是非ご確認ください。

者は選択により小学校教諭の免許も取得できます。

阪神奈大学・研究機関生涯学習ネット

公開講座フェスタ2012

「弦楽四重奏」

今年度の公開芸術公演「弦楽四重奏」は、
日本を代表するヴァ
イオリン奏者 漆原啓子氏を第一ヴァイオリンにお迎えし、第二
ヴァイオリンはルーマニア出身のチプリアン・マリネスク氏、ヴィ
オラはグルジア出身ザザ・ゴグア氏、チェロは向井航氏です。ヴィ
ヴァルディ、ハイドン、ベートーべン・チャイコフスキーの弦楽
四重奏曲他を一流弦楽演奏家の演奏でお楽しみ下さい。

◉日時：平成24年10月24日（水）
開場：午前10時20分

開演：午前10時40分（午後12時終了予定）

◉会場：大阪信愛女学院講堂

◉講

演：老年期の転倒とQOL

◉日

時：平成24年11月21日（水）

看護学科教授

中野雅子先生

午後4時〜午後5時30分
所：さいかくホール(大阪府新別館北館1F)

◉場
◉受講料：500円
◉申込・問合せ先

府民お問い合わせセンター
「公開講座フェスタ2012」係
電話 06-6910-8001
（平日午前9時〜午後6時まで）
インターネットでのお申し込みが便利です。大阪府文化課ホームページ
「公開講座フェスタ2012」
からお申し込みください。
http://www.pref.osaka.jp/bunka/news/festa2012.html

お車でのご来場は
ご遠慮下さい。

＊入場無料・申込不要
＊曲目曲順を変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
＊7歳以上のお子様よりご入場いただけます。

◉締切日：平成24年10月23日（火）必着

学生にとりましては、大変忙しい２年間になるとは思いますが、
目標を目指して頑張ってほしいと思っています。
士資格・ピアヘルパー受験資格・児童厚生員任用資格・児童指導
員任用資格・社会福祉主事任用資格など多くの資格が取得可能と
なっています。なかでも、子ども音楽療育士資格は、音楽を通し

※短期大学トップからは右上の「卒業生の方へ」⇒

所においてリトミック指導を担当することのできる資格です。

カンボジアの
義援金

卒業記念品を
贈 呈

また、社会の多様化に対応することができるように、園芸療法

○メッセージをお寄せください！
お便りコーナー（会報やHP上）に
掲載します。
「めぐみ会（同窓会）」をクリック！

とあれこれ楽しみながらア

苔玉づくりは丸めたり、平べったくしてよく練るのがコツで葉牡丹や龍のひ

ました。

めぐみ会の皆様のさらなるご理解とご支援をお願い申し上げ、ご挨拶といたします。

盛りすぎかな？

レンジしました。

同窓会では、参加者は少なかったものの、全員はつらつとして、

護学科研修生の制度を設け、合格へ向けサポートすることになり

①庭の草花を使ってアレンジメント
②苔玉づくり

大学医学部附属病院などでした。この五月に開催しました新卒者

本学の存在が光るとき、出番ではないかと感じています。

めぐみ会会長

割についてお話がありました。

神戸市立医療センター、関西電力病院、JR大阪鉄道病院、鳥取

ださる卒業生も多く、うれしい限りです。不合格者については看

ごあいさつ

ある中でその場で与えられた静かな生命を生かした園芸療法の役

合医療センター、それ以外では、市立池田病院、市立奈良病院、

張っています。このことが「一人ひとりを大切にする」信愛精神にも繋がっていると確信しています。今こそ、

プログラム体験」と題し、一部では音楽や動物療法などいろいろ

ンパスで本学を気にいってもらえるケースが多く、オープンキャ

看護学科の発展には、卒業生の皆さんのご支援を必要とすると

答えのない問題

昨年は「植物との日常の関わりと心身の健康維持・園芸療法の

のサポートに入ってもらい参加者からは好評です。オープンキャ

は全員内定先に就職し、今後の活躍が期待されるところです。就

姿勢を持って勉学に励み、どんな環境においても

園芸療法講座

され、保護者の関心の高さがうかがえます。在学生も案内や懇談

かり、教授会で充分議論の後、文部科学省の認可を得て名称変更に至ったものです。看護学科ともに益々飛
本学においては、カトリックの教えを人格教育の基盤として、両学科の学生たちが生涯学び続けるという

毎年恒例の園芸療法講座を、短期大学鶴見学舎で実施しています。

て心身に何らかの障がいのある子どもたちの発達的な援助を行う
ため、音楽療育に関する知識、技術、実戦能力を養成します。幼
稚園保育園のためのリトミック指導者資格２級は、幼稚園・保育
今後も、社会に貢献できる人材を多く輩出できるよう改革を進

平成24年３月10日（土）卒業

楓祭の時にカンボジアの義援金の募金箱を設置致し

式が行われました。初等教育学科

ました所、皆様の温かい義援金17,939円が集まりま

41期生60名・看護学科１期生32

した。ショファイユの幼きイエズス修道会にお渡し致

名の方に、めぐみ会よりスタンペ

しましたことをご報告致します。有難うございました。
今年も信愛フェスティバルで募金箱を設置致します

ン（ネーム印・ボールペン）を記

めていきたいと思います。

念品としてお贈りしました。
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のでご支援よろしくお願い致します。
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お世話になった先生は今…
「青春」

小西

欣一

してクリエイション力はまだ有ると思っているのですが、
残念ながら記憶
力や根気が衰えてきました。
卒業生の皆さん、
お元気ですか。音楽理論の小西も76歳になりまし
教え子たちも還暦を過ぎた人が多くなってきましたので、
駄文の後は
た。
こんなジジイの記事など載せると、
会報の値打ちが下がるのではな 私の好きなウルマンの詩（抜粋）
で締め括りたいと思います。
いかと思いましたが、
他の記事を引き立てるプラスもあるので、
近況を少
し書いてみます。
「青春」 サミュエル・ウルマン
私は経営していた学校や幼稚園を愚息に継がせ、
地域の仕事も辞
…年を重ねただけで人は老いない。
めて出来た時間は幼稚園の先生のピアノ指導やママさんコーラスの
理想を失う時に初めて老いがくる…
伴奏、
作曲やエッセーを書く事などに使っています。
ピアノの練習も毎日
…人は信念と共に若く、
疑惑と共に老ゆる。
していますが、若い頃とは異なり今はボケ防止、下手になるのを少しで
人は自信と共に若く、
恐怖と共に老ゆる。
も防ぐためで情けない事です。
希望ある限り若く、
失望と共に老い朽ちる。
病院へ行く回数も多くなり、
朝は８種類のクスリを飲んでいますが、
病
気の自覚症状はないので消毒と称して毎日好きな酒を飲んでいます。
北海道の友人（詩人）
に頼まれ作曲した演歌のような曲「オールド・イ
ズ・スプレンディッド」が、
この春に毎日新聞や北海道新聞に載り、札幌
放送で流れたりして楽しい事でした。
さて、
６月１日種谷先生が私の幼稚園でマリンバコンサートをして下さ
り、
もう随分のお年（失礼）
の筈ですが、実に見事なバチさばきで園児
や保護者たちを魅了、
いつまでも若さと明るさを持っている種谷先生は
素晴らしいなと思いました。私も作曲だけでなく、
童話や小説を書いたり

「近況報告」

渡部

由美

卒業生の皆さま、
お元気でお過ごしでしょうか。近況報告をというこ
とで筆をとりました。退職して早や６年。信愛で皆さんと過ごした時間、
笑ったり、
怒ったり。未熟な私によく付いてきてくれたと今更ながら感謝し
ています。
勤めている時は、庭の手入れも出来ずにいましたが、退職記念に１
本のバラを植えました。今では20種類ほどになり、
家の壁やアーチをとり
囲んでいます。
バラの季節は朝夕点検、
花柄摘みや虫取りに忙しく、
で
も、美しい花を眺めていると時間を忘れてしまいます。狭い庭ですが、
季節の花に囲まれて、
お茶を飲みながら絵を描いたり本を読んだり、
こ
のスローな時間を満喫しています。
どこかの花が満開だと聞けば見に
行くことも楽しみで、
おかげで、
日焼け美人？です。
また、
絵を習ったり、
中国語の勉強を始めたりと、
新たな分野に挑戦し
ています。
もし教師の道を選ばなかったら、
伝統工芸の職人か、
山小屋
のおかみさんになっていたかもしれません、
若い時はモノづくりや自然の
中で暮らすことに憧れていました。

西野芳治先生を偲んで
教授 藤本

日本人の平均寿命を考えると、
まだまだ先は長い。何かを極める時
間はたっぷりあります。
この数年は、
いろんな事を体験する時間だと思っ
ています。女性の平均寿命は86.4歳、
健康寿命、
つまり介護を必要とし
ないで自立した生活ができる期間は、73.6歳。
この健康寿命を延ばす
ため、
身体を動かし、美味しく食べて、
ニコニコ笑って、感動することを
心がけています。
若い時の20年は勉強、
次の30年は仕事に打ち込み、
信愛で充実し
た日々を過ごさせていただき、
残りの人生、
さて何に打ち込みましょうか。
山小屋の住人は無理で
すが、
自然や人との出会
いを楽しみ、大切に、
日々
感謝の気持ちで過ごし
たいと願うこの頃です。
めぐみ会の益々のご
発 展をお祈りしていま
す。

判断する人でした。頭脳明晰で、矛盾したことは鋭く批判し、又仕事の
面では細かいことまでよく気がつき、
それを着実に遂行する極めて有能
平成24年1月に西野先生が亡くなられまし な人でした。人に対しては非常に優しい面があり、
困ったことがあれば親
た。享年69歳でした。先生は３年前に体調を 身になって相談に乗ってくれ、的確な助言をしてくれる頼りがいのある人
崩されて退職され、
ご自宅で静養されていまし でした。学生たちに対しても同じような態度であったと思います。私が彼
た。昨年9月に肺炎を発症され、
その後入退院 から教えられたことは、人に対しても、仕事に対しても誠実であるというこ
を繰り返されましたが、今年の正月明けに、終 とです。
そして彼は名誉欲や、権力欲に無縁な純粋な人間であったよう
故 西野芳治先生
に帰らぬ人となりました。
に思います。
私は彼と同年にこの短大に奉職し、
共に働く時間が長かったためか、
彼は10年ほど前から奥様とよく海外旅行を楽しむようになり、
北京はな
未だに亡くなったという実感が持てないでいます。
かなか良いとか、
アンコールワットは1度行くと良いとか言っていました。大
先生は温厚な人柄で、
いつも静かな口調で話し、
物事を冷静に考え、 の日本酒好きだった彼と飲む機会も無くなりました。無二の親友を失った
思いです。
あの世での再会を楽しみにしています。

久夫
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〜手をつないで 地域とともに〜

日時：11月3日
（土・祝）場所：大阪信愛女学院（城東学舎）
時間：午前9時30分〜午後3時

大阪信愛女学院は本年創立128年を迎えました。本学院が西区川口町から
現在の城東区古市に移転して80年。この記念すべき年に、地域の文化や生涯
学習の振興のために城東区と協定を結び、その一環として今回の「信愛フェス
ティバル」開催の運びとなりました。
信愛からは幼稚園・小学校・中等部・高等部・短期大学や教育会・後援会・
愛友会・めぐみ会などが参加します。そして地域からは近隣の各連合町会・城
東区ゆめ〜まち〜未来会議・母と子の共励会・京阪電車などが参加する予定。
ステージ発表やバザー・模擬店など多彩なプログラムが企画されています。短
大生も例年のように、学生委員会や各グループ・クラブがさまざまな企画を立
案中です。
卒業生の皆さまもこの機会に母校に足を運び、先生方や後輩たちと楽しい1
日を過ごしていただきますようご案内申し上げます。お友達お誘いあわせのう
え、是非お越しください。お待ちしています。 （実行委員長 田中 順子）

Osaka Shin-Ai

Megumikai

大阪信愛女学院短期大学同窓会 〒536-8585 大阪市城東区古市2-7-30 TEL 06-6939-4391

めぐみ会はテニスコート内テントにて販売！

めぐみ会出店します！
とりとう

千林のエール館内「鳥藤たなか」出張協力！
本格炭火焼鳥＆おにぎり＆お茶
秘伝のたれ・
備長炭を使った
本格的な
焼き鳥だよ！

チャペルの回廊

城東学舎

おっとり鶏太

当日
お手伝いできる方
募集！

役員の数が少ないので、当日会員の皆さまの中でお手伝いいただける方がいらっしゃいました
ら、ご協力をお願いいたします。①午前10時〜午後1時もしくは、②午後1時〜終了いずれかの
時間帯でお願いいたします。交通費は自費になりますが、昼食はご用意させて頂きます。
受付締切 10月15日（月）まで 連絡先 電話06-6939-4391 短期大学内 福島まで

【アクセス】
〒536-8585 大阪市城東区古市2-7-30
TEL.06-6939-4391

＊＊＊ 編 集 後 記 ＊＊＊
めぐみ会の皆さん、お元気ですか？
会報をリニューアルして、今回が2回目の発行となりました。 初回の
表紙を変更し、学び舎の写真でアレンジしましたが、いかがですか？（ま
だまだ、試行錯誤を繰り返しています。）
今回初めて開催する信愛フェスティバルにめぐみ会も出店をすること
になりました。この交流を通して、より一層同窓会活動の理解を深めて
いただき、活動に参加してくださる方が少しでも多くなるように取り組
んでいきます。 ぜひ、いらしてくださいね。
同封の葉書にメッセージ （ご意見・ご感想など） をお寄せくだされば
うれしく思います。
これからもご協力のほど、よろしくお願いします。
編集委員一同

●地下鉄長堀鶴見緑地線「今福鶴見」①出口から北へ徒歩15分
●地下鉄今里筋線「新森古市」①出口から南へ徒歩5分
●近鉄「布施」から市バス86乗車、
「緑一丁目中」下車
●阪急京都線「上新庄」から市バス86乗車、
「緑一丁目中」下車

お車でのご来場はご遠慮下さい。
6

鶴見学舎

日 時：11月３日（土・祝）
信愛
フェスティバル 場 所：大阪信愛女学院
128
時 間：午前9時30分〜午後3時

めぐみ会も出店します !!

本格炭火焼鳥＆おにぎり＆お茶
「食べにきてね !!」
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お世話になった先生は今…
「青春」

小西

欣一
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近況を少
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理想を失う時に初めて老いがくる…
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病
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童話や小説を書いたり

「近況報告」

渡部

由美

卒業生の皆さま、
お元気でお過ごしでしょうか。近況報告をというこ
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笑ったり、
怒ったり。未熟な私によく付いてきてくれたと今更ながら感謝し
ています。
勤めている時は、庭の手入れも出来ずにいましたが、退職記念に１
本のバラを植えました。今では20種類ほどになり、
家の壁やアーチをとり
囲んでいます。
バラの季節は朝夕点検、
花柄摘みや虫取りに忙しく、
で
も、美しい花を眺めていると時間を忘れてしまいます。狭い庭ですが、
季節の花に囲まれて、
お茶を飲みながら絵を描いたり本を読んだり、
こ
のスローな時間を満喫しています。
どこかの花が満開だと聞けば見に
行くことも楽しみで、
おかげで、
日焼け美人？です。
また、
絵を習ったり、
中国語の勉強を始めたりと、
新たな分野に挑戦し
ています。
もし教師の道を選ばなかったら、
伝統工芸の職人か、
山小屋
のおかみさんになっていたかもしれません、
若い時はモノづくりや自然の
中で暮らすことに憧れていました。

西野芳治先生を偲んで
教授 藤本

日本人の平均寿命を考えると、
まだまだ先は長い。何かを極める時
間はたっぷりあります。
この数年は、
いろんな事を体験する時間だと思っ
ています。女性の平均寿命は86.4歳、
健康寿命、
つまり介護を必要とし
ないで自立した生活ができる期間は、73.6歳。
この健康寿命を延ばす
ため、
身体を動かし、美味しく食べて、
ニコニコ笑って、感動することを
心がけています。
若い時の20年は勉強、
次の30年は仕事に打ち込み、
信愛で充実し
た日々を過ごさせていただき、
残りの人生、
さて何に打ち込みましょうか。
山小屋の住人は無理で
すが、
自然や人との出会
いを楽しみ、大切に、
日々
感謝の気持ちで過ごし
たいと願うこの頃です。
めぐみ会の益々のご
発 展をお祈りしていま
す。

判断する人でした。頭脳明晰で、矛盾したことは鋭く批判し、又仕事の
面では細かいことまでよく気がつき、
それを着実に遂行する極めて有能
平成24年1月に西野先生が亡くなられまし な人でした。人に対しては非常に優しい面があり、
困ったことがあれば親
た。享年69歳でした。先生は３年前に体調を 身になって相談に乗ってくれ、的確な助言をしてくれる頼りがいのある人
崩されて退職され、
ご自宅で静養されていまし でした。学生たちに対しても同じような態度であったと思います。私が彼
た。昨年9月に肺炎を発症され、
その後入退院 から教えられたことは、人に対しても、仕事に対しても誠実であるというこ
を繰り返されましたが、今年の正月明けに、終 とです。
そして彼は名誉欲や、権力欲に無縁な純粋な人間であったよう
故 西野芳治先生
に帰らぬ人となりました。
に思います。
私は彼と同年にこの短大に奉職し、
共に働く時間が長かったためか、
彼は10年ほど前から奥様とよく海外旅行を楽しむようになり、
北京はな
未だに亡くなったという実感が持てないでいます。
かなか良いとか、
アンコールワットは1度行くと良いとか言っていました。大
先生は温厚な人柄で、
いつも静かな口調で話し、
物事を冷静に考え、 の日本酒好きだった彼と飲む機会も無くなりました。無二の親友を失った
思いです。
あの世での再会を楽しみにしています。

久夫
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〜手をつないで 地域とともに〜

日時：11月3日
（土・祝）場所：大阪信愛女学院（城東学舎）
時間：午前9時30分〜午後3時
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Osaka Shin-Ai

Megumikai

大阪信愛女学院短期大学同窓会 〒536-8585 大阪市城東区古市2-7-30 TEL 06-6939-4391
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